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 ◎平成 28年 11月 29日（火） 

 当別町総合保健福祉センター 多目的ホール 

 ◎平成 28年 11月 30日（水） 

    西当別コミュニティーセンター 研修室 

      ◎平成 28年 12月 1日（木） 

 当別町総合保健福祉センター 多目的ホール         

       ◎平成 28年 12月 2日（金） 

西当別コミュニティーセンター 大会議室 
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１ 議会報告会とは  

議会の情報発信力を拡大・充実し、議会活動の情報を積極的にお知らせ

するとともに、出席者との懇談を通じて、住民の皆さんの意見を把握して 

議会として住民福祉の向上を目指すために開催します。 

 

２ 今日の議会報告会 

議会報告会は、平成２５年から実施し、町内会・一般町民や町内の諸団

体の皆さんを対象とし、７回開催してきました。 

今回の８回目の報告会は、子育て世代の皆さんにお集まりいただき、定

例会等や議会改革取組みの報告と合わせ、懇談の中では、町の子育て施策

の取組みに対して、皆さんの忌憚のないご意見をお聞きしたいと考えてい

ます。 

 

３ 今日の議会報告会の内容 

（１）平成 28年 5月臨時会・平成 28年 6月定例会・平成 28年 7月臨時会 

  ・平成 28年 9月臨時会・平成 28年 9月定例会の報告 

（２）議会改革の取組み 

（３）懇談（町の子育て施策の取組みと課題の意見交換） 
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４ 平成２８年５月臨時会（会期 ５月２４日 １日間） 

（１）会議日程と主な内容  

月 日 主 な 内 容 

５月２４日 本会議 補正予算などの議決 
 

５ 平成２８年６月定例会（会期 ６月１４日～６月２１日 ８日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 主 な 内 容 

６月１４日 本会議 陳情の委員会付託     

６月１５日 委員会 補正予算などの審査 

６月１６日 委員会 補正予算などの審査 

６月１７日 本会議 一般質問（４人）  

６月２０日 委員会 付託案件の審査 

６月２１日 本会議 委員会付託報告 専決処分の報告 委員の選任   

    補正予算などの議決  

（２）議案の主な議決状況（子育て関係分） 

  ①町長提出議案 ２件 

   ・一般会計補正予算（第２号） １件 

     体験活動推進地域創生事業 他    ３０９万円 

   ・条例改正 １件 

     乳幼児医療費助成条例の一部改正 

６ 平成２８年７月臨時会（会期 ７月２０日 １日間） 

（１）会議日程と主な内容  

月 日 主 な 内 容 

７月２０日 本会議 契約の議決  
 

７ 平成２８年９月臨時会（会期 ９月１日 １日間） 

（１）会議日程と主な内容  

月 日 主 な 内 容 

９月１日 本会議 専決処分の承認 契約の議決  
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８ 平成２８年９月定例会（会期 ９月１３日～９月２８日 １６日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 内            容 

９月１３日 本会議 意見書採択 陳情の委員会付託  

９月１４日 委員会 補正予算などの審査 

９月１５日 委員会 補正予算などの審査 

９月１６日 本会議 決算審査特別委員会の設置 

９月２０日・２１日 決算審査特別委員会 平成２７年度各会計決算審査 

９月２３日 委員会 陳情付託審査 

９月２６日 本会議 一般質問（４人） 

９月２７日 本会議 一般質問（４人） 

９月２８日 決算審査特別委員会 平成２７年度各会計決算審査 

本会議 意見書採択 委員会付託報告  

    決算認定（決算審査特別委員会報告） 

    教育長・委員の任命 補正予算の議決 

（２）議案の主な議決状況（子育て関係分） 

  ○町長提出議案 ４件 

   ・一般会計補正予算（第３号） １件  

     福祉・教育施設の除排雪委託 他      ８７万円 

   ・その他(委員選任の同意)  ３件 

     教育委員会教育長・委員（２人）の任命 
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９ 議会改革の取組み（ 平成２７年改選期～ ） 

 

検 討 項 目 検討経過及び結果の内容 

議会基本条例の制定 前議会からの申送り事項。本町で制定する必

要性を含め、今後、検討していく。 

議員定数及び議員報酬  

・引続き検討を加え、町民の意見を聞く。 町民からの機運と事例提案の時点で、検討し

ていく。 

会議の開催  

・通年議会の開催 前議会からの申送り事項。基本条例との関連

で、今後、検討していく。 

・本会議及び委員会の夜間・土日の開催 基本条例との関連で、今後、検討していく。 

・議員協議会の定期化 各定例会等毎に定期的に開催している。 

・ペーパーレス会議の検討 予算的なものや、議員間の意識整理が必要な

ため、現段階ではできない。 

一般質問  

・質問席のあり方の再検討 1回目は演台、2回目以降は質問席とする。平

成 27年 9月定例会より実施。 

・1 回目の質問、答弁の原稿を双方（議員・理事

者）提出するルール作り 

現行のとおり実施していく。 

・一問一答形式の場合、始めに全ての項目を一括

質問する必要性の検討 

今後、検討していく。 

・質問回数と質問時間の検討 現行のとおり実施していく。 

議会報告会  

・出前報告会の開催 現行の議会報告会のとおり実施していく。 

 ○一般町民の参加  

 ○本町 2ヶ所・太美 1ヶ所、5人の議員で分担  

 ○各定例会終了後 1～2ヶ月  

 ○議員協議会に特別部会（3～5人）を設置し、 

案（報告内容・報告者等の具体化）を作成。 

それを議員協議会に提案し、実施する。 

 

・議会報告会の継続とあり方の検討 現行の議会報告会のとおり実施していく。な

お、議会活動としての位置付けは、基本条例

との関連で取扱うものとする。 

・町民の意見を聞く場の拡大（意見交換会・公聴

会・アンケート・参考人） 

今後、検討していく。 
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※網掛け部分は、実施(試行)済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開  

・会議資料の傍聴人への配布 一部配布済み。配布できていないものは、今

後、検討していく。 

・会議資料の HP掲載 一部掲載済み。掲載できていないものは、今

後、検討していく。 

・議会中継の録画配信 議会中継は、ユーストリームで平成 27 年 12

月定例会より本格運用しており、録画配信は

30日間実施している。 

・委員会を含めた議会中継の実施 委員会は傍聴可能であり、議会中継の実施ま

では必要としない。 

・議事録の HP掲載 今後、検討していく。 

・委員会を含めた全ての公式日程の公表 HP等で概ね公表している。 

・過去の情報（日程・会議資料・議決結果・録画・

議事録等）の掲載 

今後、検討していく。 

・情報公開に係る調査検討を行う常設の協議会の

設置 

今後、検討していく。 

その他検討項目  

・政務活動費の拡大 拡大の必要性はない。 

・常任委員会資料の前日迄の配付 前日迄の配付は可能であり、議員に周知する。 

・地自法 96条 2項の議決権拡大の具体策の検討 

（特に各種計画の策定など） 

前議会からの申送り事項。基本条例との関連

で、今後、検討していく。 

・前期検討項目の内容検証 改選前に結論が出ており、その議員協議会で

報告済み。 
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１０ 懇 談 

（１）町の子育て施策の取組みと課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 
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（参考） 平成２８年度予算 主要事業の概要（子育て関係抜粋）               

（1）当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく主要事業        

    

事業名 担当部署名 Ｈ28予算額 

基本目標（4） 未来を担う子どもの育成と町民が幸せに暮らせる社会の形成 49,807 

 

乳幼児等医療費助成事業 福祉部 12,571 

子育て支援センター運営事業 福祉部※ 2,231  

放課後児童対策事業（子どもプレイハウス） 福祉部※ 18,079  

小中一貫教育推進事業 教育委員会 1,474  

小中一貫教育推進講師配置事業【新規】 教育委員会 4,620  

小中学校芸術鑑賞事業【新規】 教育委員会 500  

各小中学校英会話指導助手配置事業 教育委員会 4,628  

ＩＣＴを活用した教育環境向上事業 教育委員会 2,483 

学校を核とした地域力強化プラン事業 教育委員会 3,221 

 

（2）その他の主要事業                         

    

事業名 担当部署名 Ｈ28予算額 

  児童手当の支給 福祉部 166,513  

 教育・保育施設等給付事業 福祉部※ 131,260  

 ふとみ保育所業務民間委託事業 福祉部※ 98,915 

 子ども発達支援センター運営事業 福祉部※ 18,947 

 
学校給食センター改修事業 教育委員会 31,990 

社会体育施設等指定管理事業【新規】 教育委員会 41,904 

 

※平成 28年 4月 1日以降、教育委員会に所管替え。 
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